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サケ 胚 の卵黄内に見ら・ れろ血球細胞

西 田 秀 夫
。 □ ヒ海道学芸人学)

MOrphological and histochemical studies on the b100d cells

finding tn the yolk of salmon embry0,

By

Hideo NISHIDA

(HOkkaido Gakugei University)

Histochemical observation of the salmon embry0, Oncorhynchus keta, revealed the occurrence

Of remarkable and abundant b100d cells ;n the yolk of embry0. The b100d cells distribute in

single or @n mass adjaciently to the oil drops  The nature 0f the b100d cells was observed

applying Lison's benzidine reaction to peroxidase tachnique. The results 0f the observations

with the above technique showed that the nature Of the b100d cells was indicated by, 1) absence

Of the cell division, 2)the cytoplasm fused into the yolk tn some casse, 3) the cytoplasm is

possitive to the pexidase reaction as same as the nucleus, but not possitive t0 methyl green.

魚類の血球は他の脊椎動物と同様に中胚葉起源で細胞の分裂によつてのみ増殖すると考えられているが，血球

の起源及び造血について疑問の東が少なからず残されている。O ， B ． Lepeshinskaya'37 が述べたよう@C 卵黄魎

粒から細胞が新竺されうるのであれば，I． M ． Pestova '55 ir よる魚類中鮭鱒類は特にその発生にあたつて血球

の増殖が著しくかつ早いという報告から，急激な血球の増加と卵黄頼粒からの細抱の新生と何らかの関係がある

のではないかと考えられる。この点を明らかにするべく本研究を行つた。

この研究にあたり細指導戴いた北人市川純彦教授に対し厚く感謝の意を表すると共に材料の提供に尽フJ下さつ

た北海道さけ・ます畔札場に対し深謝する。

材料双方 法

Oncor ゐッ wchus k@ta の 卯でl955 年I刀 北海道千歳僻札場で採卯，飼育した受精後36 日，45 日，52 日，69 日の肝

について観察した。あ らかじめ卵膜を除き卵黄と共に胚を固定した。硝酸鉛とl09，%ホルマりン との混液を固定液

とし厚さ約7U の パラフイン切片とした。ぺルオキンダーゼの検出のためにぺ ンチデン反応と亜鉛―白色体によ

る反応の2通り行つたがぺ ンチデリ反応の方が結果的に良好だつたので主にべンチデン反応によつて行つた。そ

の他アルカリ 性ホス フ アターゼの検出を行つたが結果がよくなかつたのでここには省略する。なおべソ チデン反

応では核染色のためにメ チールダり―ゾ を用いた。

祭観

ここに迷べる血球細胞は胚体と卵黄嚢の連絡叩にあたる区域の卵黄中に卵黄油滴と共に存在しているものであ

つて (Text ． ) Fig ． @．この部分の他@C は 卯苗静脈下部にあたる 卯苗中に存在するが， 3f 日 ， 45 日， 69n の胚の
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うち 36 日の@個体のみに発見されたもの
(Text.) fig- 1 @ Transverse section of the salmon

lてあ酋系を持ち卵黄・る 。 36日日頃褒叩のの血管も完肛 はすでに完全な仝 な各 血血
 
(E), oil drops (Od) and b100d cells (Be).

管の連絡をもつていていわゆる閉鎖血管

系なる構成をつくつている。したがつて

ここ @c取扱われる血球はこれら血管外に

あ るものと見られるのであつてこれの血

球細胞は血管内に在存せず卯茂内に直接

埋つているものである "

Fie ． l， 2 ， 3．に見られるようにこれら

の 血球細胞は単独の@ ケ l ケの細肥とし

て ，あるいわ数ケまたはl0数ケの細胞集

団として，更にまたより多くの細胞集団

として存在しその集団の中に空洞状のも

のがあるもの等様々の散在した分布状態を示している。通常卯茂油滴士接触しており， Fig ， 3・に川らかに見られ

るように大綱抱集胞団の周辺にはへんオキソダーゼ陽性卯茂物質が存在している。

血球細胞の形態は球形，紡鈍形，三角形，多角形等棟? 亡ある (Pig ・ 4-11.) 。 これらの細胞には分裂中のもの

がなく・核ほ網状構造である。核ほ黄褐色と緑と混つて茶色に染まることもあるがまた緑色のみに染色されるこ

ともある。 細胞肛ぱ普通 - 棟に染色され人体黄色乃至黄褐色を呈する。多くのこれら血球細胞の中にはFig ． l0・の

B ， Fig.ll．のA のように卵黄から完全に分離りしておらず―叩分卵黄と融合しているものがあつた。F屯 ・9．は

Fie ．3．の―郡拡大であるが・卵黄と最も接触している血球細胞も卵黄より独立じいることが見られた。Fig.ll ・の

A は細胞の―部をもって接触あるいは融合している血上錨拙胞であるが，B ほ核陳体ともいうべきもので網状構造

をなしメテ ルグリーソ@c のみ染まり緑色を早する。このA, B の 周辺にはぺル寸キリ ダーゼ陽性物質の存在が認

められた。血球細胞の大きさは約5ハであった。

卯苗士胚林組織との境界を見るとF堆， l2，に示すように右側の腹川大静脈は薄い血管壁によつて卯苗と境し，卵

黄のべんオギソダーゼ陽性物質中に数ケの血J求糸 m抱が見いだされた。また卵黄静脈と 卵黄との問にFig.l3・に見ら

れるように―叩分連絡が出来てをり ，血管壁のない那分があることが認められた。

写真 ほ仝べてぺンテデン反応とメチルグり―ン染色の標本によつて撮影した。

祭考

先ずこの血球細胞のWw について吟味してみると，このイソ チデン反応は血球に対してヨド 常に特異的であるこ

と ，すなわち胚体内叩では血球がよく反応することからこの卵黄内に見出される細胞は血球と見てさしつかえな

いと考えられる。更にまたこの細胞の形態はよく血球としての 性質を表しているように見られる。次にこの血球

細胞は卵黄内に出来たものか，それとも胚体組織細胞から由来したものかという問題が考えられる。肛体組織杣胞

が胚体から移動し卵黄内に侵入して来たと考えると，この血球細胞が卵黄内で退化消失するのかそれとも増殖す

るのか2つの考え方が可能である。 卯茂内でこの血球細胞が退化消失ずると考えるに対しては次の点から不通当

に思われる。すなわちFig ・ 3 ， 9・に見られる如く最も退化の盛んに1/ われるべき処でもその叩苗と接する叩分の

血球細胞ほ退化像を示されいこと・ また中心部の細抱も退化型でないことである。 またその他の叩 分の細胞，例

えば細胞質の―;iiS分が卵黄と融合している細胞においてもその核は明瞭であり退化型の細胞核とは老えられない

のである。

では肛林組織から由釆して卵黄内に侵入しここで増殖すると名えると次の点から不合理であると考えられる。

すなわち源になる細胞がこのように増加するためには盛んに分裂しなければならないのに分裂像が認められない

ということである。 分裂像がないことは細胞分裂によって増殖することを桔極的には支持しないと考えてよいの

ではないだろうか"
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しからば卵黄内にこれら血球細胞が新生されるのであろうかと考えると，次の点から不確実性がある。 すなわ

ち l個体よりの観察では不充分でなおまた確かに胚体組織；、 ら 由来したものでないという証明がないことで，こ

n については次期の研究により方法がない。しかしながらFiK ・ l0.11 ・に示されてあるような種々 の形態の血球細

胞を整理してゆくと第2図の如き連絡のとれた血球細胞の形成過程を考えることができる。

(Text.) fig. 2. The b100d cell structurs during the cytoge-

nesis ;n the salmon embyo yolk.

a, b'- Nucleal body (Nb) and the peroxidase possititive

substance (Hy, hemogrobin 0f yolk) surrounding the

net-worked nucleal body. c : A b100d cell 4u the

cytoplasm of which ts containing abundant peroxidase

possitive substance (He, hemogrobin of cytoplasm)

with the nucleus of b100d cell (N)attached. d, e:

Grown-up b100d cell the cytoplasm has been separated

from the yolk.

N ． M. Sisakyan '53

はカイコで成虫の出現前の

体波の遠沈上澄に顕微鋪で

屯裂状の糸状構造のような

ものが現われると報告して 
いるが，核株体の構造がカ

イコの場合の亀裂状の糸状

構造と非常によくにている

C とは興味ある問題であ

る。 またこの血球細抱の種

々の形態特にぺルオキッダ

ーゼ陽性卵黄物質が卵黄か

ら分離して血球の細胞質と

なる過程の形態像は A ． I．

Oparin '5ヨのいうでアセ

ルヴァー@の力法によると

よく理解することができ

る 。 なおまたぺル寸キンダ

ーゼ陽性の卵黄物・質をへモ

グロ ピン ど安ナ、るとなお―

屑 この血球細胞形成の過程

の意義が興味深いものと思、

われる。

摘 要

l． サケ 胚の卵黄内に血

球細胞ヵ 発見された。この

血球細胞はl ケ l ケの独立

した細胞としてまた細胞集

団として卵黄内に分布して

いる。

2． この血球細胞は酩酸

鉛とホルマリン水浴液の 混

液でよく固定され， ぺンテ

ヂソ 反応及びノテルグリー

ン 染色に対しよく反応かっ

染色する。

45



46 畔化場 試験報告
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Lepeshinskayai O ・ B.: @937, Zur Frage nach der Neubildung von Zellen im tierischen Organi-

smus. 2. Mitteilung. Neuere ErgebnisSe Uber die Bildung von Zellen und Blutinseln aus

den DOtterkuge@n des Huhnerembryos. Cytolgia, 8， l, 15-%

0parin ， A ． I．: l953 ，生命の起原に関する問題．目然， 8 ， 9 ， 3づ ． (邦訳)

Pestova, 1・ M ・ ・ l955 ， ObLazov2nlye eL@ 十 L0 十 Sl 十 0v v Lannyem On 十 0gyeZe koS 立 @tsす lx rlb ・ v Svyazl S

usloviyami ix razvitiya. DOklady Akad. Nauk SSSR, l0l, @, l65-fi8.

Sisakyan ， N ・ M ・ : l953 ，生活過程における蛋白体の合成．目舛， 9 ， 8 ， 5l-55 (邦訳)

Explanation 0f plate,  

Fig. 1, 2 Median cross-section of the salmon embryo showing the b100d cells (b) within

the yolk (y) and the embryo body tissue (e). The oil drop (o) @s shown as a hole. x 100

Fig. 3 The large b100d cell mass (bm) being adjacient t0 a oil drop (o) and the peroxi-

dase possitive substance (pps) ts noticed around the cell mass. x 100

Fig. 4-6 The b100d cell and cell mass tn the yolk showing many of cell types, x 1000

Fig. ?, 8 SOme b100d cell and cell mass, the peroxidase possitive substance (pps) is seen

around the cell mass. x 1000

Fig. 9 The b100d cells (b) at the peripheral region of the cell mass which ts shown a$ Fig.

3. x 1000

Ftg. I0 Three single b100d cells (A) and a b100d cell mass. A b100d cell (B) ru the cell mass

does not complatly separte from the yolk. The cleare part at right ts a oil drop (o) . x 1000

Fig. l2 The longitudinal section of the salmon embryo showing the ventral vein (we) and the

periphery of yolk (py) which ts possitive t0 the peroxidase reaction, x 1000

Fig. I3 Cross-section 0f the vitelline vein (vvi) showing the boundary to yolk. yg : yolk

granules, x 1000

46



西田秀夫 l0 巻 l． 2 号 (1955)) 4ア

47



48 碑札場試験報告 @0 巻 @． 2 弓 (@955)

48



西田秀夫 l0 巻 l． 2 号 (l955) 49

49



50 蹄札場試験報告 l0 巻 l.2 号 (l955) 

Fig. T1 A b100d cell (A) which t$ not complatly separate

from the yolk and the nucleal body (B). Peroxdase

possitive substance (pps) ts clearly noticed around

them. x 1000
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